四国中央市教育委員会会議録
令和２年四国中央市教育委員会第10回定例会会議録
日

時

令和２年10月27日（火） 午後１時30分～

場

所

四国中央市庁４階

401会議室

委員定数

５名

出席委員

教育長 東
誠 、委員
委員
石川 卓 、委員

欠席委員

なし

会議に出席した
公務員の職氏名

参与 眞鍋 葵
教育管理部長 石川 正広 、教育指導部長 古川 拡延 、
教育総務課長 森実 啓典 、学校教育課長 渡邉 真介 、
生涯学習課長 窪田 壮哲 、文化・スポーツ振興課長 田邉 真二 、
教育総務課長補佐 鈴木 崇士 、教育総務課係長 佐藤 崇 、
教育総務課 松林 永子 、教育総務課 戸田 浩史

傍聴人

なし

日

開会宣言
教育長挨拶

程

篠原 祥子 、委員 篠原 理 、
星川 光代

日程第１ 令和２年第９回定例会会議録の承認
日程第２ 令和２年第10回定例会会議録署名人の指名
日程第３ 諸般の報告
教育長より諸般の報告
各課長より事務報告
日程第４ 議事
議案第41号 四国中央市学校運営協議会委員の委嘱及び任命について
日程第５ その他
閉会宣言
会議の概要
事務局

東教育長

開会
午後１時30分 定刻になったので、令和２年第10回定例会を開会する。
なお、教育委員全員の出席を得られているので、本定例会の成立を確認す
る。開会にあたり、教育長よりご挨拶をお願いする。
教育長挨拶
今月は、小学校陸上運動記録会や三島東中学校でのクロームブックを使用
した道徳の授業、また、今年度から開園された公立こども園３園への訪問
と、就学前、小学校、中学校の多分野へのご出席をいただき感謝申し上げ
る。陸上記録においては、今年度ならではのコロナ禍での対応を感じられ、
ＩＣＴ機器を活用した授業やこども園の経営は、時代の変化に伴い教育環境
が大きく変化していることを実感された場だったのではないかと思う。
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学校教育においては、これから研究会が続く。今年度当市は、人権・同和
教育の研究指定を多く受けており、明日は、中曽根小学校で文部科学省人権
教育研究指定校研究発表会、11月４日には市内の学校人権・同和教育研究大
会、11月17日には中之庄小学校、三島西中学校、三島高校等を会場とする東
予地区人権・同和教育研究協議会が開催される。これまで四国中央市が積み
上げてきた人権・同和教育をさらに充実させ、それぞれの立場において確か
な実践へとつながる研究会となるよう願っているところである。教育委員の
皆様もお時間の許される中でご出席いただき、ご指導ご助言等をいただけれ
ばと思う。
事務局

東教育長

これよりの議事進行については、教育長にお願いする。
会議録承認
会議録の承認について諮る。令和２年第９回定例会会議録案について、事
務局より説明を求める。

事務局

令和２年第９回定例会会議録案の概要を説明する。

東教育長

令和２年第９回定例会会議録案の承認について諮る。

全委員

承認する旨答える。

東教育長

東教育長

東教育長

承認の旨確認し、令和２年第９回定例会会議録の原案を承認する旨宣す
る。既に指名の教育委員には、それぞれ後ほど会議録に署名を願う。
会議録署名委員の指名
令和２年第10回定例会会議録署名人に、篠原理委員、石川卓委員を指名す
る。
報告事項
教育委員の皆様にも急なお願いでお集まりいただき、報告させていただい
た10月９日の学校にかかわる報道の件についてである。一度芽生えた不信感
を払拭できず新聞に報道される結果となったが、校長による児童への不適切
な発言や指導については、教育長としても責任を感じている。そして、児
童・保護者をはじめ関係各位には大変なご心配とご迷惑をおかけしたことを
深くお詫び申し上げる。
マスコミ報道後の教育委員会と学校の対応について報告させていただく。
報道のあった10月９日に直ちに臨時の校長会を招集し、当該校の校長だけで
なく市内全体として今回の事象をしっかり受け止め、子どもの人権を尊重し
て指導に当たること、保護者の意見や考えに真摯に耳を傾け誠意をもって対
応すること等、再発防止に努めるとともに、学校の信頼回復を目指して誠心
誠意努力するよう指示したところである。また、当該校においては、同日の
夜８時より全保護者対象の説明会を開いた。校長本人が経緯を説明し、当該
者への謝罪や対応、並びに学校全体に動揺を与えたことについてお詫びをす
るとともに、児童が安心して学校生活を送れるようにすることの覚悟を述べ
させていただいた。家庭数119件のうち86家庭からの出席があった。また、
10月14日に学校参観日があったので、当該児童の在籍する学級懇談会におい
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ては、校長より９日の保護者会の内容の捕捉も含めた説明と謝罪を行ってい
る。さらに翌日には、全校の児童に対して発達段階に応じた説明などを行っ
ている。何より当該児童・保護者に対しては、丁寧な対応により、まず保護
者との信頼関係をつくること、児童本人の心のケアや学力保障に全力で努め
ること、安心できる開かれた学校づくりを進めることに取り組んでいるとこ
ろである。また、外部からの影響により学校全体が揺らぐことのないように
子どもたち最優先で努めてきたが、現在落ち着いた学校運営がなされてい
る。引き続き教育委員会が先導し、対応に努めているところである。また、
今回の事象から学ぶべき点も多くあったので、今後の教職員への指導に生か
したいと思う。この件に対するご理解とご助言に感謝申し上げる。
皆様もご存知かと思うが、新居浜特別支援学校の分校名について、10月15
日の愛媛県の定例教育委員会において、県立新居浜特別支援学校みしま分校
と決定された。今後のスケジュールについては、来年２月の竣工、３月の分
校開校準備を経て４月に開校、入学式が行われる予定となっている。中四国
で初となる小学校と併設した特別支援学校みしま分校が、良いスタートを切
れるよう皆様の理解や協力を得ながら事業を進めているところである。
続いて、各課から事務報告を求める。
森実教育総務課長

教育総務課所管の教育総務・学校管理・学校施設に関し、資料に基づき事
務報告する。
10/27 本日、教育委員会定例会である。
11/15 市議会議員選挙が予定どおり行われる予定である。

窪田生涯学習課長

生涯学習課所管の社会教育・人権教育に関し、資料に基づき事務報告す
る。
10/9、27 就学前人権・同和教育研究大会を開催している。両大会ともに
50から60名ほどの参加者を得て、今年度のテーマに基づいた研究発表が行わ
れた。
10/19 第１回人権・同和教育推進者養成講座を昼夜の２回実施してい
る。今回、会場が広いしこちゅ～ホールの利用及び参加人数を縮小、全体の
回数も５回から３回に減らし実施しているところである。
10/24 上分町内文化祭を実施している。今年度は、20地区ある内の６地
区のみが実施を決めており、後の14地区については、実行委員会等にて中止
を決定している。

田邉文化・スポー 文化・スポーツ振興課所管の文化振興・スポーツ振興・図書館に関し、資
ツ振興課長
料に基づき事務報告する。
10/9 四国中央ふれあい大学情報発信事業「まちを行く～歴史考古博物
館・安楽寺編」を開催している。新型コロナウイルス感染症予防策を講じる
ため、参加者10名と少人数に制限させていただいた。当日は、悪天候であっ
たが、参加者の皆様に強い関心をもっていただいた。
10/12 第10回新春競書大会の運営委員会を開催している。その中で、大
会の開催日を令和３年１月17日に決定し、新型コロナウイルス感染症予防策
として、小学３年生から小学５年生と小学６年生から中学３年生とに分けた
２部制とするなど、会場での密を避けた形での実施を予定している。
10/19 書道パフォーマンス甲子園実行委員会を開催している。来年度の
大会開催等についての協議を行い、開催日を令和３年７月25日に決定してい
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る。
スポーツ振興については、10/4に第15回市民スポーツ祭の総合開会式が開
催された。新型コロナウイルス感染症予防策を講じ、参加人数を制限した形
で行われている。
10/20 四国中央市スポーツ協会主催の歴史感じるゆっくりウォークが開
催された。
各図書館については、新型コロナウイルス感染症予防策を講じながら開館
を続けているところである。概ね平常時に近い形での運営となっている。
曉雨館については、今年度、延期されていた曉雨館大学の第１回目を10/9
に開催している。
渡邉学校教育課長

学校教育に関し、資料に基づき事務報告する。
10/2に市校長会、10/16に市教頭会、臨時校長会等を開き学校の信頼回復
に努めているところである。
10/5 新居浜特別支援学校みしま分校の座談会を開催している。
10/6に市中学校新人体育大会（陸上競技）、10/7に小学校陸上運動記録会
を開催している。
なお、10/26の市中学駅伝競走大会については、上位大会が中止のため中
止としている。
10/17 小規模特認校入学説明会が開催され、45家族89名の方に参加いた
だいた。公開授業については、49家族100名の参加が予定されており、関心
の高さを感じている。
続いて、少年育成センターに関し、資料に基づき事務報告する。
今月についても合同パトロールや各地区の補導委員会等を実施している。

東教育長

只今の各報告について、意見質問等がないか問い、特にない旨確認し議事
に移る。

東教育長

渡邉学校教育課長

議事
議案第41号｢四国中央市学校運営協議会委員の委嘱及び任命について｣を上
程し、議案の説明を求める。
議案第41号について、資料に基づき議案を説明する。
提案理由としては、学校運営協議会の設置に伴い、四国中央市学校運営協
議会規則第８条第２項の規定により、同委員を委嘱及び任命するものであ
る。

東教育長

只今の議案第41号の説明に、意見質問等ないか問う。
意見質問等ない旨確認し、議案第41号について異議ないか問う。

全委員

異議ない旨伝える。

東教育長

異議ない旨確認し、議案第41号｢四国中央市学校運営協議会委員の委嘱及
び任命について｣の原案を可決する旨宣する。
以上で日程に示された議案を全て終了したことを宣し、続いてその他の案
件に移る。
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東教育長

その他
その他案件として報告事項等ないか問う。

篠原祥子委員

コロナ渦の中、運動不足により骨折する子どもたちが増えているとの話を
聞いた。実際にそのような状況が学校で見られているのか。

渡邉学校教育課長

お見込みのとおり、例年に比べ運動不足と思われる骨折等の怪我が増えて
いるように思う。各学校には、注意喚起を十分に行いたい。

東教育長

他に報告事項等ないか問う。

篠原理委員

小学校において、いじめ問題が全国的に増加しているとの新聞報道が先日
あったが、本市の状況はどうか。また、不登校の状況についても伺いたい。

渡邉学校教育課長

いじめの認知件数が多くなったとの報道であったが、認知件数が増えてい
るということは、いじめが見過ごされることなく対応されているということ
なのでマイナス面のみとは捉えていない。本市におけるいじめの認知件数に
ついては、例年どおりであり極端な増加は見られない。不登校については、
分散登校時は、不登校気味の児童・生徒も登校しやすい状況にあったが、２
学期に入り徐々に不登校件数が増えている点は気になるところである。

東教育長

他に報告事項等ないか問う。

森実教育総務課長

次回定例会の招集を願う発言。

東教育長

東教育長

次回、教育委員会第11回定例会を令和２年11月24日（火曜日）午後１時30
分から、四国中央市庁４階401会議室に招集する。
その他に報告等ないか問い、報告意見等ない旨確認する。
閉会
午後１時54分、閉会を宣する。
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以上、会議の顛末を記録し、その真正であることを認め、署名する。

教育委員会会議録署名人

四国中央市教育委員会 委員

四国中央市教育委員会 委員

会議録作成者 教育総務課 鈴木 崇士
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